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Abstract — As the second version of species list of millipeds (Myriapoda, Diplopoda) of
Matsuyama City, Ehime Prefecture, Shikoku, Japan, originally published in 2002, this report
presents full list of milliped species so far recorded from the area of the city. The list consists of
a total of 22 species belonging to 7 families, and includes 1 species whose type localities locate
in Matsuyama City (Xystodesmus gracilipes (Takakuwa 1942) from hillside of Matsuyama-jo
Castle, Epanerchodus tubakisanus Miyosi 1955 from Iyozuhiko-no-mikoto Shrine (= Tsubaki
Shrine), and Speophilosoma takanawa Shear, Tsurusaki & Tanabe 1994 from Mt. Takanawa). It
seems that X. gracilipes and E. tubakisanus went extinct from the type locality, since no
specimens have been available from those localities in spite of repeated searches.

本リストは，2002 年発行の「松山市野生動植物
目録 2011」に掲載されたヤスデ類の種リスト（鶴
崎 2002）の改訂第 2 版である。松山市産として
記録されるヤスデは 14 科 22 種（前回リストよ
り 1 種増加）である。
凡
1.
2.

例

【既知】は既知記録。
採集データは地名（個体数と性別，採集年月
日 yy.mm.dd，採集者名）で表記。「juv.」は幼
体 (juveniles) 。 採集者名の記入のないものは
すべて鶴崎展巨 (NT) 採集。

Diplopoda ヤスデ綱
Penicillata フサヤスデ亜綱
Polyxenida フサヤスデ目
Polyxenidae フサヤスデ科
1. Eudigraphis takakuwai (Miyosi, 1947) ニホン
フ サ ヤ ス デ . 北 条 上 難 波 恵 良 神 社 (1ex.,
2010.2.7，NT). 【既】松山市 (三好 1959), 松
山城山 (森ら 1980). 城山(多数), 高井町高井
八幡神社（鶴崎 2002).
Pentazonia タマヤスデ亜綱
Glomerida タマヤスデ目
Glomeridae タマヤスデ科

2. Hyleoglomeris stuxbergi (Attems, 1909) フイリ
タマヤスデ.【既】引地山（鶴崎 2002).
Helminthomorpha ヤスデ亜綱
Polyzoniida ジヤスデ目
Hirudisomatidae イトヤスデ科
3. Kiusiozonium okai (Takakuwa & Miyosi, 1949)
オカツクシヤスデ. 【既】引地山（鶴崎 2002).
【備考】タイプ産地：皿ケ嶺.
Platydesmida ヒラタヤスデ目
Andrognathidae ヒラタヤスデ科
4. Brachycybe nodulosa (Verhoeff, l935) ヒラタヤ
スデ. 【既】高縄山 (三好 1959), 伊之子山,
引地山（鶴崎 2002).
5. Symphyopleurium hirsutum (Verhoeff, 1935) ア
カヒラタヤスデ. 福見山福見寺（鶴崎 2002).
Julida ヒメヤスデ目
Mongoliulidae ホタルヤスデ科
6. Skleroprotopus simplex Takakuwa, 1940 イシヅ
チリュウガヤスデ.【既】杉立青波谷 (鶴崎
2002).
Parajulidae クロヒメヤスデ科
7. Karteroiulus sp. クロヒメヤスデの 1 種. 【既】
大井野町愛大演習林 (鶴崎 2002).
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1955). 【備考】タイプ産地は居相町椿神社. 原
記載以後，当地では未発見．当地ではたぶん
絶滅.

Julidae ヒメヤスデ科
8. Anaulaciulus pinetorum (Attems, 1909) フジヤ
スデ. 【既】松山城山 (森ら 1980).
Chordeumatida ツムギヤスデ目
Diplomaragnidae ミコシヤスデ科
9. Diplomaragna takakuwai (Verhoeff, 1929) フト
ケヤスデ.【既】松山城山 (森ら 1980)，高縄
山 (三好 1951).
Speophilosomatidae ホラケヤスデ科
10. Speophilosoma takanawa Shear, Tsurusaki &
Tanabe, 1994 タカナワホラケヤスデ.【既】高
縄山 (Shear et al. 1995). 【備考】高縄山がタ
イプ産地。
Polydesmida オビヤスデ目
Xystodesmidae ババヤスデ科
11. Parafontaria longispinosa longispinosa (Miyosi,
1951) イヨババヤスデ.【既】 高縄山 (三好
1959). 北三方ヶ森（鶴崎 2002).【備考】タイ
プ産地は愛媛県西宇和郡真穴村。
12. Riukiaria
semicircularis
semicircularis
(Takakuwa, 1941) アマビコヤスデ.【既】北三
方ヶ森，引地山（鶴崎 2002).
13. Xystodesmus gracilipes (Takakuwa, 1943) ト
リデヤスデ 【既】松山城山（Takakuwa 1943).
【備考】タイプ産地は城山. 1943 年の原記載
以後，当地では未発見. 当地ではたぶん絶滅.
Paradoxosomatidae ヤケヤスデ科
14. Haplogonosoma silvestre Takakuwa, 1942 モ
リヤスデ. 【既】引地山（鶴崎 2002).
15. Nedyopus tambanus (Attems, 1901) アカヤス
デ.【既】城山 (森ら 1980). 大井野町愛媛大
演習林（鶴崎 2002).
16. Oxidus gracilis (Koch, 1847) ヤケヤスデ. 中
島畑里 (2♂3♀, 2009.7.9, NT). 中島大串 (１♂,
2009.7.9, NT).【既】城山 (森ら 1980). 米野々
明見神社（鶴崎 2002).
17. Oxidus nordenskioeldi (Attems, 1909) キリシ
マヤケヤスデ.【既】引地山（鶴崎 2002).
Polydesmidae オビヤスデ科
18. Epanerchodus tubakisanus Miyosi, 1955 イシ
イオビヤスデ. 【既】居相町椿神社 (三好

Cryptodesmidae シロハダヤスデ科
19. Kiusiunum melancholicum (Miyosi, 1952) ノ
コバシロハダヤスデ. 【既】御幸寺山, 引地山
（鶴崎 2002). タイプ産地：皿ケ嶺.
20. Niponia nodulosa Verhoeff, 1931 マクラギヤ
スデ. 【既】御幸寺山（鶴崎 2002).
Pyrgodesmidae ハガヤスデ科
21. Ampelodesmus granulosus Miyosi, 1956 ハガ
ヤスデ. 【既】松山城山 (森ら 1980). 松山城
跡（鶴崎 2002).
22. Cryptocorypha japonica (Miyosi, 1957) オオ
ギヤスデ. 【既】松山城山 (森ら 1980). 松山
城跡, 居相町伊予豆比古命神社（鶴崎 2002).
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